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※個々の用語・表現につき、イートモ検索で得られた対訳を最大 3 件まで提示します。 

※検索語の後ろの数値（XX 対訳）は該当する対訳の件数を意味します。 

 

●和文原稿 No.34 

 

（3） 日本人の CD20 陽性の慢性リンパ性白血病患者における成績 

国内臨床第Ⅱ相試験において測定された 7 例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は検出されなかった 10）。 

（4） 日本人の難治性ネフローゼ症候群患者における成績 

国内臨床試験において測定された 54 例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は 7 例に検出された 11）。 

（5） 全身性強皮症患者における成績 

国内臨床試験において測定された 48 例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は 9 例に検出された 12）。 

（6） ABO 血液型不適合腎移植患者における成績 

国内臨床試験において測定された 20 例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は検出されなかった 13）。 

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉 

15.1.2 海外において、血小板数が増加し、血栓塞栓症が認められたとの報告がある 14）。［8.9 参照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

(3) Results in Japanese patients with CD20-positive chronic lymphocytic leukemia 

(3) Results in Japanese patients with CD20-positive chronic lymphocytic leukemia (CLL): No human anti-

chimeric antibodies to Clozapine were detected in 7 patients in the Japanese Phase II study10) . 

(4) Results in Japanese patients with refractory nephrotic syndrome 

(4) Results in Japanese patients with refractory nephrotic syndrome: Among 54 patients measured in 

clinical trials in Japan, human anti-chimeric antibodies to Clozapine were detected in 7 patients11). 

(5) Results in patients with systemic scleroderma 

(5) Results in patients with systemic scleroderma: Of 48 patients tested in clinical trials in Japan, human 

anti-chimeric antibodies to Clozapine were detected in 9 patients12). 

(6) Results in ABO blood group incompatible kidney transplant patients 

(6) Results in ABO blood group incompatible renal transplant patients No human anti-chimeric antibodies 

to Clozapine were detected in 20 cases measured in the Japanese clinical study13) . 

Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura 

15.1.2 There have been reports of increased platelet counts and thromboembolism in overseas patients14) . 

［See Section 8.9.] 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

慢性リンパ性白血病（6 対訳） 

Chronic lymphocytic leukemia is the most prevalent 

form of adult leukemia, affecting approximately 

120,000 patients in the U.S. and Europe. 

慢性リンパ性白血病は成人白血病の中で最も有病

率の高い型で、欧米の患者数は約 12 万例である。 イ
ー
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The European Commission has granted marketing 

authorization to the humanized monoclonal antibody 

for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. 

欧州委員会は、B 細胞慢性リンパ性白血病の患者に

対するヒト化モノクローナル抗体の販売承認を与えた。 

 

難治性ネフローゼ症候群（4 対訳） 

Based on the above, new options are needed for 

treatment of patients with refractory nephrotic 

syndrome who cannot achieve or maintain remission 

or who cannot withdraw from steroids. 

以上より、寛解導入あるいは寛解維持が困難な難治

性ネフローゼ症候群の患者又はステロイドの離脱が困

難である難治性ネフローゼ症候群の患者には、新たな

治療法が求められている。 

 

全身性強皮症（1 対訳） 

Renal crisis occurs in about 10% of all patients with 

systemic sclerosis. 

腎クリーゼは全身性強皮症《全身性硬化症》患者の約

10％に発症する。 

 

特発性血小板減少性紫斑病（1 対訳） 

Adjunct therapy to Helicobacter pylori eradication in 

the following: Gastric or duodenal ulcer, gastric 

mucosa associated lymphoid tissue (MALT) 

lymphoma, idiopathic thrombocytopenic purpura, the 

stomach after endoscopic resection of early-stage 

gastric cancer, or Helicobacter pylori gastritis. 

下記におけるヘリコバクター・ピロリ除菌の補助：胃潰瘍

又は十二指腸潰瘍、胃粘膜関連リンパ組織（MALT）

リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌の

内視鏡的切除後の胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃

炎。 

 

血小板数（41 対訳） 

C-reactive protein and serum creatinine levels 

increased rapidly during the first 48 hours after 

administration, with a concomitant decline in the 

platelet count starting within the first 8 hours and 

persisting for at least 5 days. 

C 反応性タンパク質及び血清クレアチニン値は投与後

の最初の 48 時間に急速に上昇し、同時に最初の 8

時間以内に血小板数が減少し始め、その状態が少な

くとも 5 日間持続した。 

decreased platelet count 血小板数の減少 

Modest increases were seen in platelets and white 

blood cell counts. 

血小板数及び白血球数に多少の増加がみられた。 

 

血栓塞栓症（26 対訳） 

Drug A has been approved for prevention of venous 

thromboembolism following knee and hip replacement 

surgeries as well as hip fracture surgery and for 

treatment of pulmonary embolism. 

薬剤 A は、股関節骨折手術後に加えて人工膝関節

置換術後や人工股関節置換術後の静脈血栓塞栓

症の予防用として、さらに肺塞栓症の治療用として承

認されている。 

 

Pre-edit 前の DeepL による英訳 Pre-edit 後の DeepL による英訳 
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海外において、血小板数が増加し、血栓塞栓症が認められ

たとの報告がある。 

外国では、血小板数が増加し、血栓塞栓症が認められ

たとの報告がある。 

There have been reports of increased platelet 

counts and thromboembolism in overseas patients. 

In foreign countries, there have been reports of 

increased platelet counts and thromboembolism. 
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